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柴漁港でとれた新鮮あなごのランチメニュー

「さくら茶屋」のランチメニューで提供している「あなご料理」は、東京
湾でとれた新鮮な「あなご」を使用しています。天丼（900円と700円）、
煮あなご丼（600円）、あなごちらし（700円）で、どれもリーズナブルで
美味しいと人気があります。一度お召し上がりにお立ち寄りください。

TEL/FAX 045-516-8560
発行責任：岡本溢子

﹁さくら茶屋﹂は曜日 人気メニューに育ててき
ごとにメニューを決めて たもの︑是非一度ご賞味
いるため︑﹁あなご料理﹂ ください︒
の提供は限定されます︒
あ な ご 天 丼 ︵ 左 上 ︶ と︑ 尚 ︑ ﹁ さ く ら 茶 屋 ﹂ の
煮あなご丼︵左中︶は火 ランチメニューは曜日ご
曜日︑あなごちらし︵左 とに変わります︒各曜日
下︶は第一・第三金曜日 のメインメニューは︑月
の限定となります︒
曜がオムライス︑水曜が
地域の主婦が︑漁師さ 松花堂弁当︑木曜が中華
んなどからアドバイスを ランチ︑金曜は第二が西
いただきながら腕を磨き 柴麺︑第四がビーフン︑
土曜が混ぜご飯のご膳料
理です︒皆さまのご来店
をお待ちしております︒

「さくら茶屋」
は発足以来、柴漁
港：横浜市漁業協
同組合柴支所で理
事を務める斎田芳
之さんにお世話に
なっています。取
れたてのあなごを長年定期的に卸し
ていただいているのです。「茶屋」
のランチメニューはそうした新鮮な
あなごを使用して皆さんに提供して
います。
斎田さんは小さなころから海に親
しみ、工科系大学を卒業後、漁業を
本格的に取り組んでいます。江戸前
の寿司種として有名な東京湾のあな
ご、小さなあなごは魚獲せずに逃が
す漁具を改良し資源管理に関する研
究などを水産大学と共同で進めてい
ます。

日 時： ２月１４日(木)

1９時〜２１時

場 所： 西柴団地自治会館
参加費： 1000円から1500円
出 演： 西柴フラウェンコール
（西柴近辺に在住の皆さん）

日時：３月21日（祝）18時半〜
場所：さくらカフェ
お話： 林 琢己さん（西柴在住）
参加費は２月と同様

地域のコーラスグループ：西柴フラウェ
ンコールが４年ぶりの登場です。20名の女
声コーラスが毎月練習を重ねてきた成果を披露します。
歌曲や合唱曲のみならず、昭和歌謡なども選曲されま
した。指揮者先生のソロや、参加者全員で合唱する曲
もご用意しています。さらに今回は、西柴在住の学生
さんが合流し、サックスの腕を披露してくれます。
参加ご希望の方はさくら茶屋までお電話ください。

2月、3月と開始時間が異なります。ご注意ください。
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２月 ８日（金）09：30〜11：30
２６日（火）09：30〜11：30
昨年9月から開始した「麻雀スクール」、
１クール3か月（6回）が終了し12月か
ら新たなメンバーに交替しました。もと
もと初心者対象のスクールということで、
今回も麻雀は初めてという方が多く参加
されています。
生徒さんの意欲は当然ですが、教える講師陣も
一から教えるというのは教え甲斐があるようで双
方楽しく過ごし
ています。
新たに受講を
希望される方は
次は3月からと
なりますので、
さくら茶屋にご
相談下さい。

２月 ４日（月） ・ １８日（月）
宮野さんの包丁研ぎ
ボランティアです。研
ぎ後の切れ味鋭いと好
評のため月2回実施し
ています。事前申し込
みが基本で、包丁は
1１時までに「茶屋」
にご持参願い、当日中
にお引き取り下さい。刃物のためお預かりは致し
ません。料金は400円です。

２月２３日（土）17：00〜20：00
「さくら茶屋」は行政や他のボランティ
ア組織などと定期的な会合をもっていま
す。そこに参加された方が「飲もう会」
に興味を持たれ先日参加しました。そう
したら、偶然にもそこに小学校１・２年
生の同級生にめぐり合う、４０数年ぶり
の再会で、大いに盛り上がっていました。
そんな出会いもある飲み会です。皆さん
お気軽に参加して
みませんか。誰で
も自由参加OKで、
会費はほぼ飲み放
題で3000円ほど
です。どうぞお越
しください。

ＨＰ：ｓａｋｕｒａｃｈａｙａ．ｍｏｏ．ｊｐ

２月 ８日（金）17：00〜20：00
２２日（金）17：00〜20：00
「さくら食堂」も早いもので三回目の年
明けを迎えました。年末年始の「食堂」は
寒いせいもあるのか出足が鈍かったことか
らスタッフは大変心配だったようです。と
いうのも、それまでずっと百名前後の方々
が来店しており、相応のカレーを準備して
構えていたからです。
しかし、12月14日は８７名、1月11日は７４名と
通常よりは下回りましたが、その後はうまく回転して
大量に残るということもなくすんだということでした。
回を重ねることで、スタッフの対応もより精度が上
がってくるのかもしれません。
この年末年始もお米の寄付（Ｎさん、Ｆさん）と、
果物（Ｏさん）、
ジャガイモ（Ｍさ
ん）をいただきま
した。皆さんいつ
もご協力、本当に
ありがとうござい
ます。

２月 ７日（木） ・ １４日（木）
２１日（木） ・２８日（木）
新たに「げんきライフ」に参加したい
という方が来店されました。地域のケア
プラザ、あるいは茶屋スタッフから勧め
られてという方、娘さんが調べて「お母
さんの地域には「さくら茶屋」というボ
ランティア団体があるよ」との奨めで参
加された方など様々です。
初参加の方から
は「面白いし、
また参加します」
という感想をい
ただきました。
右図はお食事
の様子です。

２月１０日（日）10：00〜11：30
認知症の方や家族が気兼ねなく来店で
きる「認知症カフェ」です。西柴以外に
も結構遠方からも見えられます。富岡や
能見台、横須賀からの来客もありました。
チラシやホームページを見てきたといい
ます。お気軽にご利用ください。
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毎月第一月曜の「折り紙教室」

さくら茶屋 TEL/FAX
０４５-５１６-８５６０
さくらカフェ TEL
０４５-８７７-３８６６

折り紙のテーマは︑そ
の時々の歳時などに合わ
せ毎回変わります︒正月
明けのこの日は色鮮やか
な﹁コマ﹂の作成です︒
この日の先生は茶屋ス
タッフの米倉智美さん︑
生徒さんの声です︒﹁先
生の説明を聞いて手を動
かすのですが︑なかなか
容易ではない︑頭がすご
く働くんです﹂﹁教室の
魅力は脳の活性化だけで
なく︑おしゃべりが楽し
いから︑この日だけは早
起きになる﹂﹁スジをしっ
かり折るのがコツで出来
上がりには性格も出ます

毎月第一月曜に開催している「折り紙教室」には多くの方が参
加しています。年明け早々の7日、この日も16名の方が参加し折
り紙3枚を使って「コマ」を折りました。指先を使うことで脳の
活性化にも作用するというこの教室、「この一年、欠席すること
なく毎回通っています」という方も多く、その人気さが伺えます。

よ﹂と笑い
ます︒
﹁これまで
の一番の感
動は８つの
尾がある鶴
で︑さっそ
く年賀状のカットに使用
しました﹂との声も︒
﹁年賀状にしたり︑家
でケースに飾ったり︑皆
さん喜んでくれるのがや
りがいです︒教えること
に緊張もするけど︑これ
も老化防止に役立ってい
ます﹂と米倉さん︑年明
けのこの日は︑終わりに
昼食会を行いました︒

教室の風景、並びに作品を写真で紹介した年
賀状とこの日折った皆さんの作品「コマ」です

お買い求めください。

小林 愛子

引地 いくこ

大矢 雅子

毎月第2土曜日に開
催しています。オカリ
ナを持っていなくても
OK、お電話下さい。

田中 正雄

２月９日（土）
13：00〜15：00

さくら句会で読まれた句を
ここに紹介します

日に販売いたします。ご希望の方は

初御空ささえて三の大鳥居

今後偶数月の１日に限り販売するこ
とになりました。まず最初は２月１

冬至風呂火筒暮らしのおさなき日

お店が祝日休業となったことから、

根方より月の昇れり冬木立

暮れ残る宿の白壁吊し柿

祝日に販売していた「お赤飯」は、

毎月第3金曜
日に「句会」を
さくらカフェで
行っています。
参加希望者は事
前に日常生活で
詠んだ句を提供
願います。詳細
はさくら茶屋に
お問い合わせください。

２月１５日（金）
14：00〜15：30
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ＨＰ：ｓａｋｕｒａｃｈａｙａ．ｍｏｏ．ｊｐ

湯村さんのスケッチ訪問。今回は「安政の頃の本牧沖から見た杉田の海岸」、
その昔の絵を模写したようです。優子さんは湯村さんのスケッチ仲間、友だちに
語り掛けながらスケッチを仕上げていただきました。

金沢区新公会堂３月供用開始前のこけら落とし公演

＜ ほっとサロン活動２月の催し ＞
さくら体操

＜西柴団地自治会館にて開催＞

◆２月１日（金）10時〜11時半

参加費200円、お気軽な服装でお越し下さい

折り紙教室

＜さくらカフェにて開催＞
月一回となります
材料費はご負担下さい

◆２月４日（月）10時〜
「さくら茶屋」活動にいろいろご協力いただいている方々が
「こけら落とし公演」を行います。茶屋で前売り券販売中。
２月２４日（日）１３時開演 前売り800円、当日900円

おしゃべりカフェ

＜さくらカフェにて＞
◆２月２０日（水）10時〜
行政書士さんを囲んで自由テーマでおしゃべり

ぼたんの会
お正月恒例の
「都内の七福神
めぐり」、これ
まで日本橋、深
川、谷中、隅田
川（向島）、港
区と廻わり、今
年は平成７年に
小石川七福神、ここが出発点です
茗荷谷の有志や
旧家が発起人となってできた都内では一番新しい小石
川七福神を廻ってきました。ここの特徴は七福神と称
していますが８福神で、寺社ではない東京ドームの人
口庭園やマンションの敷地内に祭られている神様もあ
り、まさに新たにできた七福神という感じでした。そ
のせいもあるのか道順の明示がなく苦労しました。
さて２月のポールウォーキングも、毎週土曜日の午
前10時集合で行います。皆さまの参加を待ってます。

＜西柴団地自治会館にて開催＞
◆２月２２日（金）10時〜
参加費300円、お茶とケーキがでます

眉毛カット

＜さくらカフェにて開催＞
10時〜12時
眉毛カット500円、メイク200円となります

◆２月2５日（月）

長年お世話になっています
能見台駅前で「理容店」
を営みながら、お店が休み
となる毎月第４月曜日にボ
ラン テ ィア と して 格 安で
「眉毛カット」を行ってい
ただいている鈴木さん。
「さくら茶屋」で12年に開始してから、もう６年以上継
続されています。最近ではお客様も定着し人気が増して
います。本当にありがとうございます。

皆さまのご参加をお待ちしております

